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1.  平成25年12月期第1四半期の連結業績（平成25年1月1日～平成25年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

25年12月期第1四半期 1,955 △6.9 △64 ― △64 ― △49 ―
24年12月期第1四半期 2,100 1.9 101 75.3 97 45.8 70 12.9

（注）包括利益 25年12月期第1四半期 △32百万円 （―％） 24年12月期第1四半期 165百万円 （104.4％）

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

25年12月期第1四半期 △4.20 ―
24年12月期第1四半期 5.93 5.92

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

25年12月期第1四半期 8,630 5,479 63.4 460.94
24年12月期 9,227 5,571 60.3 468.70
（参考） 自己資本   25年12月期第1四半期  5,475百万円 24年12月期  5,567百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無   

年間配当金
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

24年12月期 ― 0.00 ― 5.00 5.00
25年12月期 ―
25年12月期（予想） 0.00 ― 5.00 5.00

3. 平成25年12月期の連結業績予想（平成25年 1月 1日～平成25年12月31日）  
（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率） 

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  無   

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期(累計) 4,800 4.8 80 △63.1 90 △60.0 40 △77.5 3.37
通期 9,800 21.9 180 21.3 200 22.5 100 △55.4 8.42



(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  ：  無  

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四
半期財務諸表のレビュー手続は終了しておりません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
本資料に記載した業績予想数値は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づいております。実際の業績はさまざまな要因により記載の予想数値と
異なる可能性があります。上記の業績予想に関する事項は【添付資料】P.2「1．当四半期決算に関する定性的情報（3）連結業績予想に関する定性的情報」をご
参照下さい。 

※  注記事項

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  有
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  無
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年12月期1Q 11,888,740 株 24年12月期 11,888,740 株
② 期末自己株式数 25年12月期1Q 10,765 株 24年12月期 10,705 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年12月期1Q 11,878,010 株 24年12月期1Q 11,878,236 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新政権による経済政策への期待感から円高の是正、株価の回復

が見られ、景気は回復基調に推移しました。 

当社グループの主要販売先である電機・機械・自動車等の製造業においても、これらの要因により輸出関連企業を

中心に業績の回復が見られましたが、欧州債務問題の長期化、新興国の経済成長の鈍化等により世界経済の先行き不

透明感があることから設備投資の増加には至っておりません。その結果、当社グループにおいても主力商品である工

作機械（工具研削盤等）及び電子機器（電子部品実装機等）の販売は低調に推移し、連結売上高は19億５千５百万円

（前年同期比6.9％減）となりました。損益面では輸入工作機械等の販売が減少したことにより売上総利益率が低下

し、営業損失６千４百万円（前年同期は１億１百万円の営業利益）、経常損失６千４百万円（前年同期は９千７百万

円の経常利益）、四半期純損失４千９百万円（前年同期は７千万円の四半期純利益）となりました。 

セグメント別の業績は、次のとおりであります。 

（電子機器及び工作機械等）  

電子部品実装機を中心とした電子機器は、新興国の経済成長の鈍化を受け、前期に比べスマートフォン向けの設備

投資に一服感があり需要が減少しました。また、工作機械は前期の東南アジア向け需要増の反動があり販売が減少し

ました。その結果、当セグメントの売上高は18億１千５百万円（前年同期比7.1％減）、営業損失は７千２百万円

（前年同期は８千６百万円の営業利益）となりました。  

（光電子装置）  

光電子装置の販売は、加工用レーザー装置を中心にほぼ前年並みに推移しました。当セグメントの売上高は１億４

千４百万円（前年同期比1.2％減）、営業利益８百万円（前年同期比46.3％減）となりました。     

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

（資産） 

当第１四半期連結会計期間末における資産合計は、前連結会計年度末に比べ6.5％減少し86億３千万円となりま

した。これは主として売掛金の回収により現金及び預金が４億３千６百万円増加しましたが、受取手形及び売掛金

が５億３千３百万円減少したこと及び商品が５億３千８百万円減少したことなどによるものです。 

（負債） 

負債合計は、前連結会計年度末に比べ13.8％減少し31億５千１百万円となりました。これは主として支払手形及

買掛金が１億８千２百万円減少したこと及び短期借入金が１億８千５百万円減少したことなどによるものです。 

（純資産） 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べ1.7％減少し54億７千９百万円となりました。これは主として剰余金の

配当額５千９百万円及び四半期純損失４千９百万円により利益剰余金が１億９百万円減少したことなどによるもの

です。  

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

平成25年２月15日に公表いたしました連結業績予想から修正は行っておりません。     

   

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

  該当事項はありません。 

   

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 該当事項はありません。 

   

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

 （減価償却方法の変更） 

 当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、平成25年１月１日以後に

取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。 

これによる当第１四半期連結累計期間の営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失に与える影響は軽微で

あります。  

     

該当事項はありません。     

１．当四半期決算に関する定性的情報

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項

３．継続企業の前提に関する重要事象等
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４．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年12月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,550,885 2,987,380 

受取手形及び売掛金 1,341,500 807,940 

商品 1,421,970 883,775 

その他 388,026 391,757 

貸倒引当金 △1,945 △1,394 

流動資産合計 5,700,438 5,069,460 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 470,508 464,308 

土地 1,702,974 1,702,974 

その他（純額） 74,834 78,486 

有形固定資産合計 2,248,317 2,245,769 

無形固定資産   

その他 21,728 20,581 

無形固定資産合計 21,728 20,581 

投資その他の資産   

投資有価証券 102,413 133,105 

投資不動産（純額） 718,314 715,016 

差入保証金 313,016 313,936 

その他 123,750 132,846 

貸倒引当金 △247 － 

投資その他の資産合計 1,257,247 1,294,904 

固定資産合計 3,527,293 3,561,255 

資産合計 9,227,731 8,630,715 
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年12月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 822,279 639,316 

短期借入金 400,000 215,000 

1年内返済予定の長期借入金 510,648 583,717 

1年内償還予定の社債 163,600 113,500 

未払法人税等 11,882 5,793 

賞与引当金 － 35,610 

役員賞与引当金 － 3,000 

その他 730,000 526,294 

流動負債合計 2,638,409 2,122,231 

固定負債   

社債 72,000 40,000 

長期借入金 727,040 765,143 

退職給付引当金 185,338 193,188 

その他 33,608 31,021 

固定負債合計 1,017,987 1,029,353 

負債合計 3,656,397 3,151,584 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,385,709 1,385,709 

資本剰余金 1,997,995 1,997,995 

利益剰余金 2,166,080 2,056,760 

自己株式 △3,176 △3,186 

株主資本合計 5,546,609 5,437,279 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 11,623 15,281 

繰延ヘッジ損益 7,893 9,569 

為替換算調整勘定 1,099 12,892 

その他の包括利益累計額合計 20,615 37,743 

新株予約権 4,108 4,108 

純資産合計 5,571,334 5,479,131 

負債純資産合計 9,227,731 8,630,715 
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
（四半期連結損益計算書） 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年１月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年１月１日 

 至 平成25年３月31日) 

売上高 2,100,971 1,955,034 

売上原価 1,569,433 1,590,635 

売上総利益 531,538 364,398 

販売費及び一般管理費 429,811 429,213 

営業利益又は営業損失（△） 101,726 △64,814 

営業外収益   

受取利息 1,892 1,905 

受取配当金 685 685 

仕入割引 6,275 626 

不動産賃貸料 8,451 8,451 

その他 6,430 675 

営業外収益合計 23,735 12,343 

営業外費用   

支払利息 5,345 6,259 

不動産賃貸費用 3,655 3,297 

その他 19,133 2,812 

営業外費用合計 28,133 12,369 

経常利益又は経常損失（△） 97,328 △64,840 

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

97,328 △64,840 

法人税、住民税及び事業税 6,679 3,581 

法人税等調整額 20,222 △18,491 

法人税等合計 26,901 △14,909 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

70,426 △49,930 

四半期純利益又は四半期純損失（△） 70,426 △49,930 
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年１月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年１月１日 
 至 平成25年３月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

70,426 △49,930 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 3,124 3,658 

繰延ヘッジ損益 80,073 1,676 

為替換算調整勘定 11,405 11,792 

その他の包括利益合計 94,604 17,127 

四半期包括利益 165,030 △32,803 

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 165,030 △32,803 
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 該当事項はありません。   

   

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間（自 平成24年１月１日 至 平成24年３月31日） 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報  

（単位：千円）

（注）１．セグメント利益の調整額にはセグメント間取引消去5千円が含まれております。 

  ２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報  

 該当事項はありません。 

  

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自 平成25年１月１日 至 平成25年３月31日） 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報  

（単位：千円）

（注）１．セグメント利益又は損失（△）の調整額にはセグメント間取引消去△3千円が含まれております。 

  ２．セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。 

  

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報  

 該当事項はありません。   

   

 該当事項はありません。 

   

   

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

  

  

電子機器及び 

工作機械等 
光電子装置 計 

調整額 

（注）1 

四半期連結損益

計算書計上額 

（注）2 

売上高            

 外部顧客への売上高   1,955,123   145,847  2,100,971   －   2,100,971

 セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 －  －  －  －  －

計  1,955,123  145,847  2,100,971  －  2,100,971

セグメント利益  86,780  14,940  101,721  5  101,726

  

  

電子機器及び 

工作機械等 
光電子装置 計 

調整額 

（注）1 

四半期連結損益

計算書計上額 

（注）2 

売上高            

 外部顧客への売上高   1,815,481   139,552  1,955,034   －   1,955,034

 セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 －  4,600  4,600  △4,600  －

計  1,815,481  144,152  1,959,634  △4,600  1,955,034

セグメント利益又は損失

（△） 
 △72,836  8,025  △64,811  △3  △64,814

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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